
3001311月7日 曇 良 （3東京5） 第2日 第1競走 1，600�2歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

712 コンクエスト 牡2鹿 55 菅原 明良前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 61：39．0 3．0�

46 カンピオーネ 牡2鹿 55 田辺 裕信�GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 498＋ 81：39．31� 2．8�
22 クリスタルウエイ 牡2栗 55 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 470＋141：39．61� 45．7�
45 メ ル ト 牡2鹿 55 丸山 元気長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 498＋181：40．34 24．1�
69 ジャスティンダイヤ 牡2鹿 55 C．ルメール 三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 492＋ 6 〃 ハナ 4．1�
57 ノクターナリティ 牡2黒鹿55 大野 拓弥ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470± 01：40．4クビ 11．5	
33 エメラルセシリア 牝2青鹿54 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 444± 01：40．82� 26．2

711 トーセンレガーロ 牡2栗 55 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B506＋ 41：41．65 19．3�
813 ライドアクロス 牝2鹿 54 石橋 脩飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 81：41．92 139．7
34 テンブーミング 牝2鹿 54 北村 宏司天白 泰司氏 伊藤 大士 浦河 �川 啓一 428－ 41：42．64 141．3�
814 カ ラ ニ 牡2黒鹿55 柴田 大知助川 啓一氏 水野 貴広 日高 木村牧場 B520＋ 8 〃 ハナ 123．5�
11 サ ノ コ ア 牡2鹿 55 �島 克駿佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 488± 01：42．7� 155．3�
58 ジェイエルジェット 牡2黒鹿55 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 福満牧場 460－ 61：43．02 402．7�
610 セイウンクモアシ 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 492＋ 81：43．1� 273．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，097，900円 複勝： 45，195，200円 枠連： 11，515，400円
馬連： 63，492，700円 馬単： 29，861，200円 ワイド： 50，543，200円
3連複： 100，246，400円 3連単： 118，324，500円 計： 459，276，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 130円 � 480円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，800円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 13，970円

票 数

単勝票数 計 400979 的中 � 108340（2番人気）
複勝票数 計 451952 的中 � 95801（2番人気）� 118063（1番人気）� 14579（8番人気）
枠連票数 計 115154 的中 （4－7） 24190（2番人気）
馬連票数 計 634927 的中 �� 110819（1番人気）
馬単票数 計 298612 的中 �� 24711（4番人気）
ワイド票数 計 505432 的中 �� 70354（1番人気）�� 6226（18番人気）�� 12053（13番人気）
3連複票数 計1002464 的中 ��� 21938（13番人気）
3連単票数 計1183245 的中 ��� 6140（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―13．1―13．1―12．5―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．6―48．7―1：01．8―1：14．3―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．2
3 5（1，12）6（3，9）（2，4，13）（7，14）8，11－10 4 5－（12，6）（1，3，9）2（4，13）7（8，14）11，10

勝馬の
紹 介

コンクエスト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Street Cry デビュー 2021．9．18 中山3着

2019．5．5生 牡2鹿 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 3戦1勝 賞金 6，900，000円

3001411月7日 曇 良 （3東京5） 第2日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

24 ファロロジー 牝2鹿 54 M．デムーロ水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 456＋ 21：23．8 4．3�
816 レッドアヴァンティ 牡2栗 55 横山 武史 �東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 456± 01：24．11� 5．2�
714 ナ ザ レ 牝2鹿 54 内田 博幸 �ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム B448－ 41：24．2� 22．4�
12 ミッドナイトミニー 牝2鹿 54 岩田 望来小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 458± 01：24．3� 7．7�
715 イデアノキセキ 牡2青鹿55 田辺 裕信益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 434＋ 21：24．4� 45．1�
36 シエラプリンセサ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 上原 博之 浦河 桑田牧場 442＋10 〃 クビ 32．6	
510 マニカルニカ 牝2栗 54 C．ルメール 
シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 6 〃 ハナ 3．0�
713 グランジャンブ 牡2鹿 55 石川裕紀人 
コスモヴューファーム 鈴木慎太郎 青森 風ノ丘ファーム B472± 01：24．61� 310．3�
818� ウォーカーテソーロ 牝2栗 54 	島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 米 Mr. & Mrs.
Kenji Ryotokuji 438＋ 61：24．8� 11．4

47 ネッスンドルマ 牡2鹿 55 菅原 明良藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 4 〃 アタマ 77．2�
23 カプラローラ 牝2鹿 54 大野 拓弥村野 康司氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 21：24．9� 15．5�
611 エ ス リ ー ア 牝2鹿 54 団野 大成中村 智幸氏 岩戸 孝樹 日高 道見牧場 408－10 〃 アタマ 337．4�
48 ノーブルフロスト 牡2黒鹿55 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 482± 0 〃 ハナ 176．6�
612 ハジメテノチュウ 牡2鹿 55 杉原 誠人
ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 490－ 4 〃 クビ 369．0�
11 ジョブックフィオリ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 430± 01：25．0クビ 523．0�
35 リュウキュウカリー 牡2鹿 55 江田 照男棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 456－ 21：25．11 39．2�
59 アマゾナイト 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 浜本牧場 420± 01：25．52� 386．8�
817 ケイツーリタス 牝2黒鹿54 武士沢友治楠本 勝美氏 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 436± 01：26．13� 518．0�
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売 得 金
単勝： 45，108，300円 複勝： 63，940，300円 枠連： 15，487，900円
馬連： 67，994，800円 馬単： 30，094，600円 ワイド： 60，725，100円
3連複： 104，977，700円 3連単： 110，154，300円 計： 498，483，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 180円 � 530円 枠 連（2－8） 570円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，590円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 38，280円

票 数

単勝票数 計 451083 的中 � 86945（2番人気）
複勝票数 計 639403 的中 � 119367（2番人気）� 100640（3番人気）� 23170（7番人気）
枠連票数 計 154879 的中 （2－8） 20900（3番人気）
馬連票数 計 679948 的中 �� 44604（4番人気）
馬単票数 計 300946 的中 �� 9587（7番人気）
ワイド票数 計 607251 的中 �� 30725（5番人気）�� 9477（17番人気）�� 10570（15番人気）
3連複票数 計1049777 的中 ��� 9957（27番人気）
3連単票数 計1101543 的中 ��� 2086（125番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．1―12．6―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．5―36．6―49．2―1：00．8―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．6
3 12，14（4，18）（6，10）3（5，11，13）（1，8，16）15，2（9，7）＝17 4 12，14（4，6，18）（3，10）（5，11，13）（1，16）（8，15）2，7（9，17）

勝馬の
紹 介

ファロロジー �
�
父 バトルプラン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．9．25 中山6着

2019．3．26生 牝2鹿 母 ミントシャイン 母母 ナオミシャイン 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走状況〕 ケイツーリタス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ケイツーリタス号は，発走調教再審査。

第５回 東京競馬 第２日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3001511月7日 曇 良 （3東京5） 第2日 第3競走 2，000�2歳未勝利
発走11時00分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．5
1：58．9

良
良

66 コリエンテス 牡2黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470－ 22：02．8 1．9�
55 フォーグッド 牡2黒鹿55 三浦 皇成江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B504± 02：03．12 2．3�
33 シ タ ゴ コ ロ 牡2黒鹿55 江田 照男内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 442＋ 42：03．52 17．6�
44 クーシフォン 牝2鹿 54 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 454＋ 22：03．6� 129．4�
11 ペルグランデ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 436－ 2 〃 クビ 492．4�
77 ストキャスティーク 牝2栗 54 大野 拓弥藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 42：03．7クビ 6．9	
22 スケサンカクサン 牡2芦 55 武士沢友治小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 456＋ 22：04．23 259．3

89 シルバーサドル 牡2鹿 55

53 △山田 敬士 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 420＋ 42：04．62� 260．2�
810 ナックドバイ 牡2鹿 55 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 504－ 42：05．12� 78．8�
78 ヴ ラ デ ィ ア 牡2青 55 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 492＋ 22：05．2� 118．0
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売 得 金
単勝： 48，038，500円 複勝： 94，615，600円 枠連： 7，249，600円
馬連： 41，496，600円 馬単： 36，642，100円 ワイド： 39，042，400円
3連複： 68，808，800円 3連単： 182，467，400円 計： 518，361，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（5－6） 180円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 110円 �� 250円 �� 240円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，070円

票 数

単勝票数 計 480385 的中 � 208577（1番人気）
複勝票数 計 946156 的中 � 604903（1番人気）� 206955（2番人気）� 26941（4番人気）
枠連票数 計 72496 的中 （5－6） 30710（1番人気）
馬連票数 計 414966 的中 �� 196729（1番人気）
馬単票数 計 366421 的中 �� 95916（1番人気）
ワイド票数 計 390424 的中 �� 132490（1番人気）�� 29018（5番人気）�� 30996（4番人気）
3連複票数 計 688088 的中 ��� 129310（2番人気）
3連単票数 計1824674 的中 ��� 122636（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―12．1―12．6―12．9―12．6―12．5―11．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．6―37．7―50．3―1：03．2―1：15．8―1：28．3―1：39．7―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．5

3 2，6（1，4，8）（5，10）7，9－3
2
4
・（2，6）1（4，8）（5，10）9，7－3
2，6，1（4，8）（5，10）（9，7）3

勝馬の
紹 介

コリエンテス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2021．7．24 新潟2着

2019．3．23生 牡2黒鹿 母 イ ス パ ニ ダ 母母 Historia 3戦1勝 賞金 9，200，000円
※シタゴコロ号・シルバーサドル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3001611月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第4競走 1，600�2歳新馬
発走11時30分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

77 セッカチケーン 牡2芦 55 津村 明秀松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 502 ―1：40．4 8．5�
66 ワンダーウィルク 牡2芦 55 田辺 裕信山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 492 ―1：40．61� 2．5�
33 マックロイド 牝2栗 54 大野 拓弥芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 476 ―1：41．13 14．7�
11 ミツカネヴィーナス 牝2栗 54 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 456 ―1：41．31� 10．2�
89 ガンガディン 牡2黒鹿55 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 480 ―1：41．93� 30．8�
810 アイレスアン 牝2栗 54 C．ルメール TURFレーシング 加藤 征弘 日高 木村牧場 472 ―1：43．49 4．0�
78 チ ェ イ ス 牡2栗 55 江田 照男石井 義人氏 中川 公成 新ひだか 上野 正恵 496 ―1：43．93 45．3	
22 ギ ン リ ン 牡2芦 55

53 △山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー
ブル 498 ―1：44．11� 206．1


55 グレアファンタス 牡2鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 488 ―1：44．2� 7．6�
44 ジュングローリー 牡2芦 55 松岡 正海河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 坂本 智広 458 ―1：44．41� 13．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，028，600円 複勝： 41，022，200円 枠連： 7，792，400円
馬連： 49，627，400円 馬単： 25，336，900円 ワイド： 37，275，700円
3連複： 64，163，200円 3連単： 87，732，200円 計： 357，978，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 200円 � 130円 � 260円 枠 連（6－7） 980円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 370円 �� 930円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 24，510円

票 数

単勝票数 計 450286 的中 � 44942（4番人気）
複勝票数 計 410222 的中 � 48655（3番人気）� 108892（1番人気）� 32186（6番人気）
枠連票数 計 77924 的中 （6－7） 6152（4番人気）
馬連票数 計 496274 的中 �� 36406（3番人気）
馬単票数 計 253369 的中 �� 6488（10番人気）
ワイド票数 計 372757 的中 �� 27839（3番人気）�� 9536（15番人気）�� 17067（6番人気）
3連複票数 計 641632 的中 ��� 12258（16番人気）
3連単票数 計 877322 的中 ��� 2595（93番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．5―13．0―12．9―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．8―37．3―50．3―1：03．2―1：15．3―1：27．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．2
3 ・（9，10）（7，6）－（3，4）8－1－2＝5 4 ・（9，10）（7，6）－3，4－1－（2，8）＝5

勝馬の
紹 介

セッカチケーン �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．3．21生 牡2芦 母 ハリケーンタマ 母母 エアジンクス 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3001711月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時20分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

11 ドゥラドーレス 牡2鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480 ―1：48．9 4．8�
22 ベストフィーリング 牡2鹿 55 横山 武史馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492 ―1：49．0� 2．9�
710 カーペンタリア 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474 ―1：49．1� 3．1�
67 ノ ア 牝2黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486 ―1：49．31� 10．9�
55 マイネルストーク 牡2芦 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 510 ―1：49．61� 86．8	
812 ロ ジ マ ン ボ 牡2黒鹿55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472 ―1：49．7� 21．6

811 シュヴァリエール 牡2鹿 55 菅原 明良平田 修氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 ハナ 12．3�
44 マルヴァジーア 牝2青鹿54 団野 大成水上 行雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 444 ―1：50．23 36．6�
68 ナ イ キ グ ロ 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 470 ― 〃 ハナ 189．2
79 コマノフレア 牝2鹿 54 田辺 裕信長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 436 ― 〃 クビ 62．5�
56 ヤマニンライバリー 牡2鹿 55 江田 照男土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 458 ―1：50．4� 124．4�
33 レクレールドパリ 牝2芦 54 三浦 皇成吉田 千津氏 稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 484 ―1：50．93 22．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，967，000円 複勝： 48，005，600円 枠連： 10，080，800円
馬連： 59，752，300円 馬単： 30，386，500円 ワイド： 48，087，800円
3連複： 86，986，800円 3連単： 111，647，700円 計： 447，914，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 120円 � 120円 枠 連（1－2） 670円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 240円 �� 320円 �� 190円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 4，280円

票 数

単勝票数 計 529670 的中 � 91618（3番人気）
複勝票数 計 480056 的中 � 79480（3番人気）� 115154（1番人気）� 106462（2番人気）
枠連票数 計 100808 的中 （1－2） 11604（2番人気）
馬連票数 計 597523 的中 �� 68862（2番人気）
馬単票数 計 303865 的中 �� 15991（4番人気）
ワイド票数 計 480878 的中 �� 51001（2番人気）�� 34145（3番人気）�� 70951（1番人気）
3連複票数 計 869868 的中 ��� 111732（1番人気）
3連単票数 計1116477 的中 ��� 18876（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．7―12．9―12．5―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．5―49．2―1：02．1―1：14．6―1：26．1―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3

3 3（7，9）2（6，10）4（5，8）（1，11）－12
2
4
3，7（2，6，9）（4，10）（5，8）（1，11）－12
3，7（2，9）（6，10）4（5，8）1，11，12

勝馬の
紹 介

ドゥラドーレス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ハービンジャー 初出走

2019．2．23生 牡2鹿 母 ロ カ 母母 ランズエッジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3001811月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時50分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

813 ラコンタール 牡2鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464 ―1：24．3 1．5�

812 チャオバンビーナ 牝2鹿 54 岩田 望来吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 426 ―1：24．61� 15．8�
22 ルージュライゼ 牝2青鹿54 横山 武史 �東京ホースレーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 434 ―1：24．81 5．5�
68 モンテジュエル 牝2芦 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 438 ― 〃 クビ 7．3�
69 ド キ 牡2栗 55 武士沢友治中辻 明氏 小手川 準 浦河 鎌田 正嗣 458 ―1：24．9� 76．3	
45 レンヌメファ 牝2栗 54 田辺 裕信手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新ひだか 矢野牧場 418 ―1：25．32 89．1

56 マイネルエール 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 452 ― 〃 クビ 49．5�
711 クラウドクラスター 牡2黒鹿55 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ―1：25．51� 62．0�
11 サンブルッキングズ 牡2鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 笹地牧場 490 ― 〃 アタマ 37．0
57 ペイシャブライティ 牡2栗 55 石川裕紀人北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育

成牧場 490 ―1：25．71� 38．3�
710 ウチノランスター 牝2黒鹿54 大野 拓弥 H.F Association 稲垣 幸雄 新ひだか 村上牧場 418 ―1：28．0大差 38．0�
44 サニーズラン 牝2栗 54 津村 明秀岡村 善行氏 尾形 和幸 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：28．53 276．9�
33 カリグラフィー 牝2青鹿54 団野 大成広尾レース� 田中 克典 新ひだか 木村 秀則 466 ― 〃 クビ 33．2�
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売 得 金
単勝： 51，364，800円 複勝： 85，635，200円 枠連： 11，907，400円
馬連： 58，504，600円 馬単： 34，804，500円 ワイド： 45，789，400円
3連複： 78，183，000円 3連単： 124，766，500円 計： 490，955，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連（8－8） 800円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 300円 �� 190円 �� 640円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 513648 的中 � 272857（1番人気）
複勝票数 計 856352 的中 � 559877（1番人気）� 42224（4番人気）� 82979（2番人気）
枠連票数 計 119074 的中 （8－8） 11515（3番人気）
馬連票数 計 585046 的中 �� 62583（3番人気）
馬単票数 計 348045 的中 �� 28092（3番人気）
ワイド票数 計 457894 的中 �� 38108（3番人気）�� 70540（1番人気）�� 15292（6番人気）
3連複票数 計 781830 的中 ��� 59399（2番人気）
3連単票数 計1247665 的中 ��� 28618（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．0―12．2―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．8―37．8―50．0―1：01．3―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．3
3 2，6（1，7）12（5，13）（10，11）8（3，9）＝4 4 ・（2，8）6，7（1，13）12（5，11）（10，9）－3－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラコンタール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2019．2．16生 牡2鹿 母 リ ュ ラ 母母 ヒストリックスター 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サニーズラン号・カリグラフィー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月7日

まで平地競走に出走できない。



3001911月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第7競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 オレデイイノカ 牡3栗 56 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 484± 01：25．3 2．3�
611� ブラックパンサー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 タバタファーム 496＋ 21：25．62 7．0�
612 ユイノチャッキー 牡3栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 502＋141：25．91� 8．9�
59 � ペガサスターボ 牡4鹿 57 �島 克駿坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 520＋ 41：26．01 20．1�
815 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55 岩田 望来岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 442＋ 21：26．21 19．3�
713 アルマセクメト 牝3黒鹿54 大野 拓弥コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 486＋ 61：26．41 8．3	
12 ライヴクラッカー 牡3黒鹿56 津村 明秀澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B494－ 6 〃 ハナ 19．2

714� タイキザモーメント 牡4鹿 57 荻野 極�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510－ 21：26．71� 91．0�
24 エ レ グ ア 牡3鹿 56 団野 大成豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 482－ 21：26．8� 88．2
11 バルネージュ �3芦 56 石川裕紀人手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 B518＋101：26．9クビ 192．4�
47 � スマートコマンダー 牡4青鹿57 松岡 正海大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 498＋ 21：27．43 169．2�
23 テネラメンテ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：27．71� 27．4�
510 レッドラルジュ 牝4黒鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 490＋ 21：27．8� 5．6�
36 � ジークリンデ 牝4鹿 55 柴田 大知村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 508＋281：27．9クビ 295．7�
816� ルミエールソレイユ 牝5栗 55 菅原 明良岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 478－ 41：28．64 24．2�
48 � シエテアレグリア �5栗 57 野中悠太郎ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 466－ 21：30．08 285．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，166，900円 複勝： 74，507，900円 枠連： 17，297，100円
馬連： 91，419，000円 馬単： 37，698，700円 ワイド： 74，898，900円
3連複： 138，841，200円 3連単： 156，912，500円 計： 643，742，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 190円 � 220円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 350円 �� 480円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 521669 的中 � 179090（1番人気）
複勝票数 計 745079 的中 � 238868（1番人気）� 84538（3番人気）� 63687（5番人気）
枠連票数 計 172971 的中 （3－6） 25980（1番人気）
馬連票数 計 914190 的中 �� 89587（2番人気）
馬単票数 計 376987 的中 �� 23795（2番人気）
ワイド票数 計 748989 的中 �� 58840（2番人気）�� 40010（4番人気）�� 17040（12番人気）
3連複票数 計1388412 的中 ��� 37369（6番人気）
3連単票数 計1569125 的中 ��� 14387（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．4―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．7―59．9―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 ・（3，4）8（2，5，13）16（6，11，14）15－（1，10）12（9，7） 4 ・（3，4）（2，5）（6，11，13）8（14，16）15（1，9，10）（7，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オレデイイノカ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．10．31 東京7着

2018．4．11生 牡3栗 母 グレイスフルアート 母母 アーティストチョイス 11戦2勝 賞金 27，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シエテアレグリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月7日まで平地競

走に出走できない。

3002011月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第8競走 ��2，000�3歳以上2勝クラス
発走13時50分 （芝・左）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

66 モリノカンナチャン 牝3鹿 53 横山 武史森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 448＋ 61：59．2 2．6�
22 � ヴィオリーナ 牝4黒鹿55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム B466－ 21：59．41� 9．0�
44 コーディアル 牝3青鹿53 �島 克駿 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 41：59．61	 5．7�
77 ウインメルシー 牝5鹿 55 田辺 裕信�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 21：59．81	 33．0�
55 マッチレスノヴェル 牝4栗 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474＋161：59．9
 62．9	
89 フ ァ ユ エ ン 牝3鹿 53 戸崎 圭太谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 458＋ 22：00．0クビ 7．1

11 ルーツドール 牝4黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 526－142：00．21 2．5�
33 � オーロラフラッシュ 牝4鹿 55 団野 大成嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 454－ 22：00．52 84．6�
88 ル タ ン ブ ル 牝5黒鹿55 大野 拓弥杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 470＋ 22：01．03 163．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 65，960，100円 複勝： 72，201，700円 枠連： 10，228，500円
馬連： 81，318，700円 馬単： 39，512，500円 ワイド： 62，233，600円
3連複： 106，367，400円 3連単： 190，450，000円 計： 628，272，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（2－6） 1，050円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 300円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，880円

票 数

単勝票数 計 659601 的中 � 197410（2番人気）
複勝票数 計 722017 的中 � 222429（1番人気）� 87968（5番人気）� 117651（3番人気）
枠連票数 計 102285 的中 （2－6） 7523（6番人気）
馬連票数 計 813187 的中 �� 59505（6番人気）
馬単票数 計 395125 的中 �� 16084（10番人気）
ワイド票数 計 622336 的中 �� 52826（4番人気）�� 65481（3番人気）�� 37625（7番人気）
3連複票数 計1063674 的中 ��� 65514（5番人気）
3連単票数 計1904500 的中 ��� 23474（21番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―11．7―12．0―12．2―12．0―12．0―11．2―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．8―36．5―48．5―1：00．7―1：12．7―1：24．7―1：35．9―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．5

3 1，2，3，6－7－5（8，4）9
2
4
1，2，3，6，7－5，4（8，9）・（1，2）（3，6）－7（8，5）（9，4）

勝馬の
紹 介

モリノカンナチャン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．26 札幌2着

2018．4．17生 牝3鹿 母 ヒカルドウキセイ 母母 カ タ リ ス ト 12戦3勝 賞金 45，585，000円
〔制裁〕 モリノカンナチャン号の騎手横山武史は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
※ルタンブル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3002111月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第9競走 ��
��2，000�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走14時25分 （芝・左）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．5
1：58．9

良
良

77 オニャンコポン 牡2鹿 55 菅原 明良田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 470＋ 42：02．7 7．1�
88 ホウオウプレミア 牡2芦 55 岩田 康誠小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 4．1�
55 レッドラディエンス 牡2黒鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 白老 社台牧場 490＋142：02．8� 2．0�
22 カメハメハタイム 牡2栗 55 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：03．43� 4．7�
44 ケ ッ ツ ァ ー 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 472－ 82：03．82� 57．2	
11 アンビション 牡2鹿 55 田辺 裕信近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 542± 02：04．33 10．8

33 ビ ー イ ン グ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 中橋 正 486＋262：04．61� 332．4�
66 コ イ マ リ 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 454＋ 22：04．92 308．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 81，015，200円 複勝： 62，307，900円 枠連： 発売なし
馬連： 90，284，300円 馬単： 53，250，600円 ワイド： 52，039，400円
3連複： 90，981，900円 3連単： 258，833，900円 計： 688，713，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 310円 �� 260円 �� 170円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 計 810152 的中 � 95546（4番人気）
複勝票数 計 623079 的中 � 68542（4番人気）� 105927（2番人気）� 273829（1番人気）
馬連票数 計 902843 的中 �� 59975（6番人気）
馬単票数 計 532506 的中 �� 15074（14番人気）
ワイド票数 計 520394 的中 �� 37659（6番人気）�� 48477（4番人気）�� 88710（1番人気）
3連複票数 計 909819 的中 ��� 110843（3番人気）
3連単票数 計2588339 的中 ��� 28349（28番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．5―12．8―12．9―12．6―12．8―11．2―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―37．8―50．6―1：03．5―1：16．1―1：28．9―1：40．1―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F33．8

3 4，7（2，5）（3，8）（6，1）
2
4
4（2，7）－5－3，6－8－1
4，7－（2，5）（3，8）（6，1）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オニャンコポン 
�
父 エイシンフラッシュ 

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2021．9．11 中山1着

2019．2．11生 牡2鹿 母 シャリオドール 母母 サ プ レ ザ 2戦2勝 賞金 17，268，000円

3002211月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

きんしゅう

錦秋ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 フルデプスリーダー 牡4鹿 57 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 490＋ 41：35．9 3．3�
11 � コラルノクターン 牡4鹿 57 岩田 望来グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 514± 01：36．0	 14．7�
610 ルコルセール 牡3鹿 56 C．ルメール �G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B520＋101：36．21
 2．6�
46 ゴールドパラディン 牡4栗 57 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 436＋141：36．51	 4．3�
611 ラパンセソバージュ 牡4栗 57 大野 拓弥�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 470＋ 4 〃 アタマ 60．7	
34 カシノブレンド �5芦 57 野中悠太郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 462＋ 61：36．6
 27．7

47 ワンダーマンボ 牝5黒鹿55 岩田 康誠草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 476＋ 81：37．45 108．1�
58 バンブトンハート 牝5青鹿55 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 498－ 21：37．5アタマ 18．3�

35 ララメダイユドール 牡7鹿 57 北村 宏司フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム B514＋10 〃 ハナ 179．8
（法942）

22 マ ッ ク ス �4栗 57 菅原 明良石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 474＋ 21：37．61 22．4�
713 オレンジペコ 牝4栗 55 丸山 元気今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 482± 01：38．02 44．5�
815 ゼノヴァース 牡4鹿 57 団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム B462＋ 21：38．1
 18．8�
712 ストームガスト 牡5黒鹿57 �島 克駿�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 462－ 41：38．2	 33．3�
23 ナンヨーイザヨイ �5黒鹿57 内田 博幸中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 490＋101：39．26 113．4�
814 エイシンハルニレ 牡4鹿 57 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 浦河 栄進牧場 460± 01：39．3	 622．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，217，800円 複勝： 93，935，000円 枠連： 28，206，600円
馬連： 170，242，900円 馬単： 69，031，600円 ワイド： 116，906，700円
3連複： 255，196，500円 3連単： 306，871，500円 計： 1，117，608，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 290円 � 150円 枠 連（1－5） 1，990円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 830円 �� 310円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 772178 的中 � 182625（2番人気）
複勝票数 計 939350 的中 � 190033（1番人気）� 62646（5番人気）� 176363（3番人気）
枠連票数 計 282066 的中 （1－5） 10951（6番人気）
馬連票数 計1702429 的中 �� 45186（9番人気）
馬単票数 計 690316 的中 �� 10231（14番人気）
ワイド票数 計1169067 的中 �� 33655（6番人気）�� 107173（3番人気）�� 35131（5番人気）
3連複票数 計2551965 的中 ��� 73682（6番人気）
3連単票数 計3068715 的中 ��� 11421（52番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．9―12．5―12．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．9―46．8―59．3―1：11．8―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．6
3 ・（2，12）5－（3，6）－13（9，15）（7，1）－11（4，10）14－8 4 ・（2，5，12）（3，6）（9，13，15）（7，1）－（11，10）－4－（14，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フルデプスリーダー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．6．15 阪神3着

2017．1．28生 牡4鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 17戦4勝 賞金 84，059，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



3002311月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第11競走 ��
��2，500�第59回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，2．11．7以降3．10．31まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

アルゼンチン共和国賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．2
2：28．2

良
良

610 オーソリティ 牡4鹿 57．5 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 518＋122：32．4 3．0�
712 マイネルウィルトス 牡5黒鹿56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 470± 02：32．82� 7．6�
35 フライライクバード 牡4黒鹿55 岩田 望来窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：32．9� 5．2�
11 レクセランス 牡4鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 8 〃 ハナ 26．4�
59 ディアマンミノル 牡4栗 54 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 462＋ 42：33．0クビ 14．4	
46 アイアンバローズ 牡4鹿 54 石橋 脩猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 498－ 62：33．11 12．6

814 トーセンカンビーナ 牡5鹿 55 石川裕紀人島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 ハナ 133．7�
815 アンティシペイト 牡4鹿 55 横山 武史�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B502± 02：33．2クビ 5．2
47 アドマイヤアルバ 	6鹿 53 吉田 豊近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B470－ 4 〃 クビ 80．7�
58 アイスバブル 牡6芦 55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452－122：33．3� 58．7�
22 オウケンムーン 牡6鹿 56 団野 大成福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446＋ 62：33．4� 62．7�
23 サトノソルタス 牡6芦 55 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B498－ 22：33．5クビ 12．5�
34 ロードマイウェイ 牡5鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 470－ 62：33．71
 31．8�
611 ゴ ー ス ト 	5芦 54 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 496－ 22：33．8� 49．8�
713 ボ ス ジ ラ 牡5芦 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：33．9クビ 26．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 289，858，300円 複勝： 375，807，600円 枠連： 144，189，700円
馬連： 901，200，800円 馬単： 314，499，800円 ワイド： 619，598，400円
3連複： 1，737，647，700円 3連単： 2，018，639，700円 計： 6，401，442，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 250円 � 190円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 630円 �� 500円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計2898583 的中 � 769020（1番人気）
複勝票数 計3758076 的中 � 767202（1番人気）� 331885（4番人気）� 485334（3番人気）
枠連票数 計1441897 的中 （6－7） 139208（2番人気）
馬連票数 計9012008 的中 �� 488648（3番人気）
馬単票数 計3144998 的中 �� 114479（4番人気）
ワイド票数 計6195984 的中 �� 250873（4番人気）�� 327773（2番人気）�� 185516（7番人気）
3連複票数 計17376477 的中 ��� 492380（3番人気）
3連単票数 計20186397 的中 ��� 133834（10番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―12．1―13．4―12．9―12．4―12．4―12．4―12．1―11．8―11．1―11．1―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．8―30．9―44．3―57．2―1：09．6―1：22．0―1：34．4―1：46．5―1：58．3―2：09．4―2：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．1
1
3
13，15（10，11）（6，5）2（1，8）－（3，7，12）－14（4，9）・（13，15）（6，10，11）（2，5，12）（1，8）（3，7）14，9，4

2
4
13，15（6，10，11）5（2，12）（1，8）（3，7）14（4，9）・（13，15）（10，11）6（5，12）2（1，8）（3，7，14）9，4

勝馬の
紹 介

オーソリティ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．7．7 函館1着

2017．2．12生 牡4鹿 母 ロ ザ リ ン ド 母母 シ ー ザ リ オ 10戦5勝 賞金 232，012，000円
〔制裁〕 フライライクバード号の騎手岩田望来は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

3002411月7日 晴 良 （3東京5） 第2日 第12競走 ��1，300�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

58 ジ ュ リ オ 牡3黒鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506± 01：18．3 4．5�
813 オーマイガイ 牡8栗 57 内田 博幸廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 470± 01：18．4� 5．6�
711� ハリーバローズ 牡4鹿 57 戸崎 圭太猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B488－ 6 〃 アタマ 4．2�
610 バーンパッション 牡4黒鹿57 �島 克駿岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 478＋ 41：18．5	 203．3�
34 テーオーポシブル 
5鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B458－101：18．71� 10．8�
46 サトノワールド 牡4鹿 57 菅原 明良 	サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B524＋ 4 〃 アタマ 6．0

22 オレノマニラ 牡6栗 57 丸山 元気諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 438－ 61：19．01� 75．3�
33 ホウオウモントレー 牝5芦 55 岩田 康誠小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 516± 0 〃 ハナ 19．6�
57 � シュアゲイト 牡4鹿 57 団野 大成 	グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B506± 01：19．1	 58．0
11 ノーベルプライズ 牡5黒鹿57 横山 武史平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 516± 0 〃 クビ 13．3�
712� ハードカウント 
6栗 57 岩田 望来前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 41：19．2クビ 23．5�
45 ケイアイメープル 牡4鹿 57 北村 宏司 	ケイアイスタリオン 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 476＋ 21：19．51� 9．7�
69 マーチリリー 牝3青鹿54 M．デムーロ手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B488－ 6 〃 アタマ 20．9�
814 ゴールドクロス 牡6鹿 57 野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 494＋ 21：20．14 128．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 95，810，100円 複勝： 123，454，300円 枠連： 38，957，000円
馬連： 197，587，200円 馬単： 68，771，500円 ワイド： 144，553，600円
3連複： 298，816，900円 3連単： 335，819，300円 計： 1，303，769，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 180円 � 170円 枠 連（5－8） 1，460円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 710円 �� 560円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 13，420円

票 数

単勝票数 計 958101 的中 � 167447（2番人気）
複勝票数 計1234543 的中 � 149312（4番人気）� 175850（2番人気）� 203681（1番人気）
枠連票数 計 389570 的中 （5－8） 20623（7番人気）
馬連票数 計1975872 的中 �� 88548（5番人気）
馬単票数 計 687715 的中 �� 17594（6番人気）
ワイド票数 計1445536 的中 �� 50235（7番人気）�� 66668（2番人気）�� 81207（1番人気）
3連複票数 計2988169 的中 ��� 80282（2番人気）
3連単票数 計3358193 的中 ��� 18138（8番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．4―12．1―12．0―12．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．4―41．5―53．5―1：05．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．8
3 11（9，13）－（7，1，6，14）（4，12）（2，10，5）（3，8） 4 11，13（9，14）（1，6）－（4，12）（7，10，5）（2，8）3

勝馬の
紹 介

ジ ュ リ オ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．21 中山2着

2018．2．24生 牡3黒鹿 母 ヒストリックレディ 母母 ヒストリックスター 7戦3勝 賞金 29，270，000円
〔制裁〕 ゴールドクロス号の騎手野中悠太郎は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番）

オーマイガイ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

４レース目



（3東京5）第2日 11月7日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

287，630，000円
5，570，000円
35，420，000円
2，270，000円
34，640，000円
5，000，000円
69，108，750円
4，490，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
944，633，500円
1，180，628，500円
302，912，400円
1，872，921，300円
769，890，500円
1，351，694，200円
3，131，217，500円
4，002，619，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 13，556，517，400円

総入場人員 9，191名 （有料入場人員 8，839名）
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